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４ 議事概要
⑴ 討議事項
○ 「情報セキュリティ 2012」
（案）について
⑵ 報告事項
○ 「2011 年度の情報セキュリティ政策の評価等」について
○ その他
上記⑴～⑵について、資料を配付し、事務局より説明が行われた。
⑶ 構成員意見交換
構成員から以下のような意見が述べられた。
○ J-CSIP の立ち上げは、官民の情報共有において大きな進歩である。今のところ、攻撃
状況の把握に関する情報共有にとどまっているが、今後は攻撃への対応や予防方法につ
いても情報共有を図り、重要インフラ事業者を含め進めていく必要がある。
○ 「情報セキュリティ 2012」については、広範囲かつ重要な部分を網羅しているが、短
期的・中長期的な在り方を俯瞰する必要がある。
短期的には、J-CSIP や CSIRT の情報共有を進めることが重要である。また、M2M やビッ
グデータについて、今後、日本の大きな強みとして海外展開されることが考えられ、そ
の情報セキュリティの在り方について、官民で情報共有させていただきたい。
中長期的には 防御システムや人材育成を堅固なものにすることが重要である。この
ため、未知のマルウェアを検知するシステムはじめ必要なツールを日本で作り上げてい
く戦略的な投資の在り方等について、官民一体となった方向を持って、検討を進めてい
ただきたい。
○ 情報セキュリティ政策会議については、
議長をはじめ皆様のご努力で活性化してきた。
情報セキュリティの分野は動きが早いので、この状況を是非続けていただきたい。
○ EU における個人情報の取扱いについて、従来は指令だったものを規則化する動きがあ
る。規則化された場合、EU の中の個人情報を第三国へ持ち出すことが禁止されることと
なり、ヨーロッパで事業展開している日本企業は、EU 内の顧客情報を日本へ持ち出すこ
とが禁止される。一方、アメリカは EU との間で個人情報を持ち出すことが可能となる条
項を結んでいる。また、ニュージーランドは EU の基準を満たしており、韓国もこの対応
に向けて動きを行っている。日本の対応が遅れてしまうと、大きな問題となる可能性が
あるので、御検討いただきたい。
○ ６月はじめのニューヨークタイムズに、アメリカとイスラエルがイランに対してサイ
バー攻撃を行ったという記事があった。日本の同盟国であるアメリカが、サイバー攻撃
の技術を使ったとすれば衝撃である。
「情報セキュリティ 2012」の中で、アメリカ、イ
ギリス、ASEAN 等との協力を深めていると記載されているが、これは非常に重要である。
また、国連等でハイレベルな会議が開催されているが、日本としては、オープンでイノ
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ベーティブなインターネットを維持するというポリシーを持ちつつ、リーダーシップを
発揮することが非常に重要であり、是非、大臣が出席してハイレベルで対応いただきた
い。また、テレコムアイザックや JPCERT 等、民間に近いところの国際協力も深めること
が重要である。
○ 「情報セキュリティ人材育成プログラムを踏まえた 2012 年度以降の当面の課題等につ
いて」については、具体的かつ地に足の着いた施策が多い。例えば、政府機関等の情報
セキュリティ担当者においては、職員の人事ローテーションの工夫をする、採用時に情
報セキュリティの素養を確認する、CYMAT の育成支援等が盛り込まれている。また、大
学入試センター試験に情報を出題することの検討等も盛り込まれている。このように、
一つ一つの施策としては大きくはないかもしれないが、人材育成の環境を着実に変える
ことができる施策を盛り込んでおり評価したい。今後は、これらの施策を着実に実施し
ていただき、日本における情報セキュリティ人材を育成していただきたい。
○ 国際連携については、情報セキュリティの政策面における連携も重要であるが、運用
面での連携、産業振興や国際規範における連携も必要であり、それぞれについて日本と
してしっかりと対応を行う必要がある。
○ スタックスネット等の複雑なマルウェアが増加している。そのような中、制御システ
ムに対する情報セキュリティの確保の環境を作ることは重要であるが、それは社会イン
フラを輸出する際の強みにもなるので、
「情報セキュリティ 2012」に掲げた「4.重要イ
ンフラの基盤強化」
「5.情報通信技術の高度化・多様化への対応」について着実に進めて
いただきたい。
○ 今回のアノニマスの攻撃については、政府機関における今までの対応の積み上げによ
り、よく対応できている。また、６月 29 日に CYMAT が設置されたが、CYMAT は人のネッ
トワークを作る上で非常に重要であり、その取組を発展させていただきたい。警察庁に
おいても、サイバーセキュリティ戦略担当の審議官を設置しており、今後の対応に期待
したい。
○ 日本においては、安全・安心で使い勝手の良い物を作るための努力をする中で人材が
育ってきた。人材育成においては、情報セキュリティの技術だけでなく IT 全般の技術を
持った基礎力を持った人材を育成することが重要である。また、公務員の採用時におけ
る情報の素養の確認、文部科学省と連携して小・中・高における取組等、人材育成の取
組を広げていくことが重要である。
○ 日本のモバイル機器やモバイル PC 利用は、OECD の他国に比べて圧倒的に低い。これ
は、情報セキュリティの観点から、企業や官公庁が持ち運び PC を使用しないとしている
ためであるが、これにより生産性を失っている部分がある。アメリカでは、2011 年 11
月に政府の IT 機器の使用を削減するよう大統領令を出した。その結果として、個人所有
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の端末を持ち込んで仕事をする BYOD が進んでおり、より効率的な仕事が行われている。
また、BYOD に対応できるようデバイスやネットワークにおけるセキュリティ対策も進ん
でいる。日本においても、生産性を上げるため、個人所有端末やモバイル端末の利用を
禁止するよりも、それらのセキュリティ対策を検討して IT コストを下げる必要がある。
○ 情報通信技術は、現代社会を支える最も重要な基盤の一つであると考えている。昨年
12 月に国家戦略会議において取りまとめた「日本再生の基本戦略」においても、情報セ
キュリティを確保した情報通信技術の利活用を推進し、我が国の更なる競争力強化を図
ることとしている。また、社会保障・税共通番号制度については、
「情報セキュリティ
2012」にも掲げるとおり、国民の安全と利便性を確保するためには、制度面とシステム
面の両面から情報セキュリティ対策について万全を期すことが重要である。科学技術政
策や国家戦略等を担当する大臣として、情報通信技術の一層の発展とそれを支える情報
セキュリティ対策の強化にしっかりと取り組んでまいりたい。
なお、EU の動きについては、事務方に我が国における対応の在り方について検討する
よう指示を出したところ。
○ この度決定された「情報セキュリティ 2012」を踏まえ、警察としても、昨今の情報セ
キュリティを取り巻く著しい環境の変化に的確に対応するための取組を強化してまいり
たい。
このため、
本日、
警察庁長官官房にサイバーセキュリティ戦略担当の審議官を設置し、
サイバー空間の脅威に対し、部門を越えた総合的な対策を推進することとした。具体的
には、改正不正アクセス禁止法の積極的な適用等により、悪質・巧妙化するサイバー犯
罪の取締りを強化するとともに、標的型攻撃や重要インフラ事業者等に対するサイバー
テロの被害の未然防止に係る官民連携、効率的な国際連携、技術的基盤の確保等の取組
を強化するよう、警察庁を指導してまいりたい。
また、警察庁 CSIRT の運用等を通じ、情報セキュリティに係る体制を強化するととも
に、６月 29 日に発足した情報セキュリティ緊急支援チーム（CYMAT）については、研修・
訓練の場を提供するなど、政府の取組に貢献してまいりたい。
○ 情報セキュリティの強化は喫緊の課題であることは言うまでもなく、先般、民主党か
らも、官民連携による情報共有・高度解析機能の整備や、国際連携・国際協力の強化な
どについて、提言をいただいた。
総務省では、本提言をも踏まえ、サイバー攻撃に対する高度な解析機能を整備するた
め、経済産業省と連携し、近々「サイバー攻撃解析協議会」を発足させる予定である。
得られた結果は、NISC 経由で関係省庁や重要インフラ事業者等に提供してまいりたい。
また、急速に普及が進むスマートフォンの情報セキュリティについては、先月末、総
務省の研究会において、OS やアプリケーションに関する対策や、一般利用者への普及啓
発の充実など、事業者や政府等が取り組むべき方策をとりまとめた。総務省としても、
スマートフォンの情報セキュリティ確保に、積極的に努めてまいりたい。
国際関係では、５月に英国のハント大臣及び欧州委員会のクルース副委員長と、イン
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ターネット上の自由や情報セキュリティ確保に向けた協力が重要との認識で一致した。
特に、欧州委員会とは、本年秋に情報セキュリティに関するフォーラムを開催すること
で合意した。今後ともサイバー空間における国際的なルールづくりに関して積極的に発
言していきたいと考えており、総理や他の閣僚においても積極的な取組をお願い申し上
げたい。
○ サイバー攻撃に関する情報共有を行う枠組みである J-CSIP については、新たに電力、
ガス、石油、化学の４つの関連業界に参加表明をいただいた。また、４月から５月の間
で、約 40 件の情報共有を実施した。今後とも、更なる参加企業の拡大やその内容の充実
化に向けて検討してまいりたい。
また重要インフラ等におけるセキュリティ確保として、制御システム等へのサイバー
攻撃を想定した総合的なサイバー演習を、電力、ガス、データセンター分野で今年度中
に実施する。
「サイバー攻撃解析協議会」については、総務省と連携して、経済産業省においても
しっかりと対応していきたい。
情報セキュリティ人材育成については、若年層を対象としたセキュリティキャンプや
我が国初の社会人向けセキュリティコンテスト等を今年度中に実施して、人材育成に貢
献してまいりたい。
○ 前回会合において、玄葉外務大臣から、サイバー空間に関する行動規範の作成に積極
的に取り組んでいくことを申し上げたが、先月、英国とサイバー協議を行い、国際的な
規範作りや安全保障面での課題などを幅広く議論を行った。またアジア諸国との議論を
リードしていくことについては、インドのクリシュナ外務大臣と第６回日インド外相戦
略対話を行い、サイバーに関する二国間協議を立ち上げることで一致した。近々に第一
回会合を行いたいと考えている。
サイバー犯罪条約については、６月 26 日に受諾が閣議決定された。昨日、欧州評議会
事務局長宛に受諾書を寄託したので、
我が国においても 11 月１日に効力を生じることと
なる。
○ 防衛省は、防衛大綱に示された通り、
「サイバー空間の安定的利用に対するリスク」を
新たな安全保障上の課題と認識し、サイバー攻撃対処を最重要課題の一つと位置づけて
いる。
「情報セキュリティ 2012」では、統合幕僚監部での企画機能強化や、サイバー防護分析
装置の機能強化を盛り込んでいるが、現在、省内において、サイバー空間の安定的・効
果的利用に向けて、今後の防衛省・自衛隊としての取組の方向性の検討や、平成 25 年度
要求を見据えた各種施策の検討を鋭意行っている。
また、先月発足の CYMAT への要員派遣を通じて、政府内での専門性の高い要員相互の
関係強化を期待している。
○ 本日非常に有意義なご意見をいただいたことに深く感謝申し上げる。
本日決定した
「情
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報セキュリティ 2012」については、実行し、成果を上げてこそ意味がある。今後、内閣
官房を中心に、各府省庁連携の下、その遂行に、総合的かつ着実に取り組んでいただき
たいと思う。その際、情報共有が非常に重要だと認識している。今後とも、各府省庁と
内閣官房の間の連携強化に努めていただくよう改めてお願いする。
また、国境を越えたサイバー空間における各種脅威に対処するための取組が重要にな
る。今後、国際会議等の場において我が国政府の意見が最大限反映されるよう、ハイレ
ベルによるものを含め、戦略的かつ積極的な情報発信に取り組んでいただきたい。
－ 以 上 －
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